
令和３年度

エネルギー
（Kcal）

たんぱくしつ
（ｇ）

　　２０日（木）　　鬼まん　　　（愛知県）

　１3日（木）　富士宮風焼きそば　（静岡県） 　　　愛知県の郷土菓子です。芋ういろう、鬼まんじゅうとも呼ばれています。

　　静岡県富士宮市のご当地焼きそばです。富士山のふもとの富士山本宮浅間 　　　角切りにしたさつまいもを入れて作ることが特徴で、蒸しあがっ

　大社の門前町として栄えた富士宮市の郷土料理として戦後に普及しました。 　　たまんじゅうの表面がさつまいもによってごつごつと見え、鬼の持

　　調理後に、さばやいわしの削り粉をふりかけて食べることが一般的です。 　　つ金棒に似ていることから名前がつきました。

　１７日（月）　友禅ごはん　　（岐阜県） 　　３１日（月）　　僧兵汁　（三重県）

　　岐阜県美濃加茂市を中心とした地域で提供されている学校給食メニューです。 　　　僧兵汁は、いのしし肉やにんにく、季節の野菜をふんだんに使用したみそ

　食材が友禅染めのような彩りのきれいなそぼろごはんです。 　　仕立ての汁物です。三重県菰野町湯の山にある三岳寺というお寺のお坊さん

　　たちのスタミナ源として食べられていました。僧兵汁が作られたのは、戦国

　　時代で、この時代はお坊さんも武装し戦っていたため、スタミナ源となる食

　１８日（火）　　つけナポリタン　　（静岡県） 　　事が誕生したようです。

　　静岡県富士宮市のご当地グルメです。トマトソースと麺を分けて盛る「つけ麺」風

　のスパゲッティナポリタンです。トマトソースに別のソースやスープを加えたダブル

　スープが特徴です。給食では、チキンスープを加えて作ります。

おもに体をつくるはたらき（赤）
たんぱく質・無機質など

おもに熱や力のもとになるはたらき（黄）
炭水化物・しぼうなど

おもに体の調子を整えるはたらき（緑）
ビタミン・無機質など

・体をつくる　　　　　　　　肉・魚・小魚・豆腐

・筋肉をつくる　　  　　　　 豆類・乳製品・卵

・元気に運動ができる　　　　　　　ごはん・パン・めん

　　　　　　　　　　　　　　　    　いも類・油

・かぜをひきにくい　　　緑黄色野菜

・おなかの調子がよい　　淡色野菜・くだもの

＊今月の地場野菜は、こまつな・だいこん・ながねぎ・はくさい・にんじんです。太字で表示してあります。

ふるさとめぐり　「中部地方」

26.8
キャベツとツナのサラダ ツナ、にんじん、キャベツ、きゅうり、こめ油、りんご酢、こしょう、塩

チキンピラフ 米、鶏肉、たまねぎ、とうもろこし、チキンブイヨン、こめ油、パセリ、塩、こしょう

食品の体内でのおもなはたらきは、赤・黄・緑のグループに分けられます。バランス良く食べて健康な体をつくりましょう。

21 金
チキン
ピラフ ○

にんじんポタージュ にんじん、たまねぎ、じゃがいも、パセリ、鶏ガラ、こめ油、バター、小麦粉、生クリーム、牛乳、こしょう、塩

653
とりにくのカレー焼き 鶏肉、しょうが、にんにく、カレー粉、しょうゆ、塩、赤ワイン

26.020 木
じごな
うどん ○

やさいたっぷりにくうどん
豚肉、酒、油揚げ、たまねぎ、ごぼう、ながねぎ、わかめ、だいこん、千切り昆布、かつお節、三温糖、みりん、
しょうゆ、塩

697おにまん さつまいも、三温糖、塩、小麦粉、米粉、ベーキングパウダー

あおなのしらあえ こまつな、にんじん、こんにゃく、砂糖、しょうゆ、豆腐、ごま、塩

638

18 火
つけ

ナポリタン ○

つけナポリタン

25.3いかのチリソースがけ いか、ながねぎ、たけのこ、にんにく、しょうが、こめ油、三温糖、しょうゆ、酒、トウバンジャン、トマトケチャップ

チャプチェ 豚肉、春雨、しいたけ、三温糖、しょうゆ、にんにく、ごま油、こしょう、にんじん、こまつな、あかピーマン

★ 19 水 ごはん ○

わかめスープ 鶏肉、わかめ、もやし、ながねぎ、にんじん、ごま油、鶏ガラ、しょうゆ、こしょう、塩

ほっけのいちやぼしやき ほっけ、塩

★ 12 ごはん 〇

おぞうに
鶏肉、こめ油、ちらしかまぼこ（スケソウダラ、加工でんぷん【タピオカ】、馬鈴薯でんぷん、砂糖、発酵調味料、塩、
にんじん、トマト色素）、煮込みもち（もち米粉、でんぷん、こんにゃく粉）、こまつな、だいこん、にんじん、
はくさい、かつお節、みりん、しょうゆ、塩

★ 14 金 ごはん 〇

みそしる はくさい、だいこん、わかめ、油揚げ、豆腐、みそ、かつお節

水

13 木
ふじのみや
ふう

やきそば
〇

ぶたにくのしょうがやき 豚肉、しょうが、みりん、しょうゆ、三温糖、たまねぎ、もやし、塩、こめ油、でんぷん

１月分　　学校給食予定献立表
朝霞市立朝霞第五小学校

７大
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牛乳 お　　か　　ず

30.0

スクールドック フランクフルト（豚肉、塩、砂糖、香辛料）、小麦粉、米粉、ベーキングパウダー、砂糖、塩、こめ油、トマトケチャップ

ぽんかん ぽんかん

685 26.5

いためなます れんこん、にんじん、ごぼう、油揚げ、ごま油、穀物酢、しょうゆ、みりん、ごま

ふじのみやふうやきそば
中華麺（小麦粉、かんすい）、酒、豚肉、イリコ粉末、にんじん、キャベツ、もやし、あおのり、こめ油、
ウスターソース、中濃ソース、こしょう、塩

ちゅうかスープ 鶏肉、酒、にんじん、チンゲンサイ、きくらげ、春雨、チキンブイヨン、しょうゆ、こしょう、塩、ごま油

699

ぶりのゆずみそがけ ぶり、しょうが、酒、みそ、みりん、三温糖、ゆず

26.2

26.9
ほそぎりこんぶのいために さつま揚げ、千切り昆布、こんにゃく、にんじん、こめ油、三温糖、しょうゆ、酒

ゆうぜんごはん 米、にんじん、こまつな、豚肉、酒、三温糖、しょうゆ、みりん、卵、塩

スパゲッティ、塩、オリーブ油、鶏肉、ベーコン、たまねぎ、じゃがいも、セロリ、チンゲンサイ、にんにく、エリンギ、
ホールトマト、トマトピューレ、赤ワイン、バジル、トマトケチャップ、ウスターソース、塩、こしょう、チキンブイヨン、
こめ油

699

17 月
ゆうぜん
ごはん ○

みそしる はくさい、じゃがいも、豆腐、わかめ、みそ、かつお節

606

31.3

キャロットケーキ 小麦粉、ベーキングパウダー、卵、砂糖、バター、にんじん、バナナ

しろみざかなのハニーマスタードソース ほき、でんぷん、こめ油、白ワイン、しょうゆ、三温糖、塩、こしょう、オリーブ油、粒マスタード、はちみつ

668

ごぼうのからあげ ごぼう、こめ油、でんぷん、こしょう、塩



エネルギー
（Kcal）

たんぱくしつ
（ｇ）

献立の材料（食材料）に記載されている食品の内容は以下をご覧ください。

マナー違反はだーれだ？

　下の絵の中にマナー違反

が４人います。誰がどんな

マナー違反をしているかを

考えてみましょう。

<給食費について>
・１月分の納期限は１月３１日（月）です。口座振替の方は１月２８日（金）までにご入金をお願いいたします。
・市内小学校から中学校へ入学する児童で、小学校の学校給食費を口座振替されている場合は、引き続き同じ口座から引き落としをいたしますのでご了承ください。
・月の途中で転出した場合は給食費が還付（または減額）になる場合があります。
・食物アレルギーや宗教上の理由等から、１日の給食すべてを喫食されない場合は献立表の内容を確認後、速やかに学校に給食不要の連絡をお願いします。また、同様の理由で、年間を通じて給食を喫食されない場
合にも、学校に給食不要の連絡をお願いいたします。給食費が減額になります。
・病気や事故その他の理由（インフルエンザ等）で長期に給食を食べないことが見込まれる場合、学校に給食停止の連絡をお願いします。連絡のあった翌日から給食が停止になります。給食停止期間が連続５日以上
となった場合、その日数により給食費を還付（または減額）いたします。
※給食費は食材の購入費として使用しています。食材の発注を停止することにより給食費を還付（または減額）いたしますので、事前の連絡が必要となることをご了承ください。
・アレルギー性疾患等により牛乳を飲むことができない場合には、あらかじめ学校に牛乳停止の連絡をお願いします。連絡を受けた日以降の牛乳代金を学年末に還付いたします。
※学校での給食費の取扱ついては、学校長が出納員となっております。

<溝沼学校給食センター・浜崎学校給食センターの給食調理員を募集しています>
・ホームページおよび広報あさか１月号に募集記事を記載しています。詳細は、学校給食課（４５１－０３７０）までお問合せください。

１月のテーマ　「学校給食の歴史を知ろう」きょうは　なんの日　？

さばのピリからやき さば、ながねぎ、しょうが、しょうゆ、トウバンジャン、砂糖、みりん

米粉、パーム油、デキストリン、カレー粉、砂糖、塩、酵母エキス、トマトペースト、馬鈴薯でんぷん、ココアパウダー、パンプキンパウダー、
たまねぎ、にんにく、粉末米酢

都合により献立及び食材料の変更をすることがありますので、ご了承ください。
小学校の栄養価は３・４年生が基準となっております。
丸ごと食べられる魚には魚卵が含まれている場合があります。
ちりめんじゃこなどの小魚には甲殻類が含まれていることがあります。
魚の種類によって、骨があります。

650

粒マスタード 醸造酢、からし、植物油脂、塩、ぶどう発酵調味料、ソテーオニオン、ポークエキスパウダー、香辛料、にんにく、アミノ酸、香辛料抽出物

トウバンジャン

カレールウ

１６回

塩蔵唐辛子、そら豆加工品、そら豆、乾燥唐辛子、塩、酒精、ビタミンC

ベーコン
さつま揚げ

豚肉、塩、砂糖、香辛料

魚肉すりみ（すけそうたら、イトヨリダイ、えそ、ヒメジ、キントキダイ他）、馬鈴薯でんぷん、なたね油、砂糖、みりん、塩、ぶどう糖

★ 31 月 ごはん ○ 698

ごぼうのしおきんぴら ごぼう、にんじん、さやいんげん、豚肉、酒、塩、ごま油、ごま

そうへいじる 豚肉、にんじん、れんこん、だいこん、さといも、たけのこ、はねぎ、油揚げ、にんにく、みそ、鶏ガラ

29.4

小麦粉、かんすい、塩ちゅうかめん

あんにんどうふ
砂糖、白ワイン、レモン果汁、杏仁豆腐（乳または乳製品を主要原料とする食品、みずあめ、果糖練乳、砂糖、
砂糖・ぶどう糖、杏仁パウダー、ゲル化剤、貝カルシウム、乳化剤、ホエイソルト、ｐＨ調整剤、ピロリン酸第二鉄、
香料）、フルーツミックス（りんご、桃、ラ・フランス、砂糖、クエン酸、クエン酸三ナトリウム、ビタミンＣ）

699

695

21～３２

にくだんごのもちごめむし 豚肉、しょうが、塩、三温糖、しょうゆ、酒、ごま油、たまねぎ、しいたけ、でんぷん、もちごめ、穀物酢

25.2

りんごゼリー りんご、りんご缶（りんご、クエン酸、）、砂糖、粉寒天

28.5

かえりにぼしとだいずのあげに かえり煮干し、大豆、でんぷん、こめ油、しょうゆ、三温糖、みりん

★

28 金 ごはん ○

チキンカレーシチュー
鶏肉、しょうゆ、三温糖、たまねぎ、にんじん、じゃがいも、しょうが、にんにく、こめ油、牛乳、小麦粉、カレー粉、
バター、ガラムマサラ、粉チーズ、中濃ソース、トマトケチャップ、カレールウ

27 木 ちゅうかめん ○

みそラーメン
豚肉、キャベツ、もやし、たまねぎ、とうもろこし、鶏ガラ、豚骨、こしょう、ごま油、みそ、塩、にんじん、ながねぎ、に
ら、にんにく、しょうが

26 水 ごはん ○

みそしる たまねぎ、油揚げ、豆腐、わかめ、みそ、かつお節

677

28.2

28.9

25.8さばのたつたあげ さば、酒、しょうが、しょうゆ、でんぷん、こめ油

さといもといかのうまに いか、さといも、こんにゃく、さつま揚げ、さやいんげん、こめ油、しょうゆ、三温糖、みりん、かつお節、塩

むぎごはん 米、大麦

ますのしおやき ます、酒、塩

豚肉、たまねぎ、塩、こしょう、こめ油、じゃがいも、小麦粉、パン粉、中濃ソースやきじゃがコロッケ

やさいのあさづけ キャベツ、だいこん、にんじん、ゆず、三温糖、しょうゆ

25 火 コッペパン ○

マカロニスープ 鶏肉、たまねぎ、こまつな、とうもろこし、マカロニ、鶏ガラ、こしょう、塩

698
キャベツのサラダ キャベツ、ツナ、にんじん、きゅうり、レーズン、こめ油、りんご酢、こしょう、塩

コッペパン 米粉、小麦グルテン、麦芽糖、塩、小麦粉、砂糖、イースト、ショートニング、イーストフード

24 月 むぎごはん ○

すいとん 鶏肉、小麦粉、でんぷん、塩、にんじん、ごぼう、だいこん、はくさい、かつお節、みりん、しょうゆ、塩

624

７大
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牛乳 お　　か　　ず

１月２４日から３０日は全国学校給食週間です。

１月２４日から３０日は、全国学校給食週間です。日本の学校給食は、明治２

２年に山形県で始まりました。しかし、第二次世界大戦の影響から、給食を中止

することになってしまいました。終戦後も物資不足などの理由から給食が再開で

きずにいましたが、昭和２１年１２月２４日こども達の栄養不足を改善する

ため、外国の援助を受けて給食が再開されました。この

日を「学校給食感謝の日」としましたが、近年では、冬

休みにはいってしまうため、１か月後の１月２４日から

３０日までを「全国学校給食週間」とし、給食について

考える週間となっています。

1月11日は、「鏡開き」です。

この日は、お正月に供えていた鏡もちを木槌で割って、食べる日

です。

ただし、「割る」や「切る」という言葉は、縁起が良くないので、

「開く」という言葉を使って「鏡開き」と言います。

給食では、１２日（水）に「煮込みもち」を使った「お雑煮」を用意

します。

２４日（月） 学校給食開始当時の給食

２５日（火） 朝霞市給食開始当初（昭和４０年）の献立

２６日（水） 昭和６０年 朝霞市の献立

２７日（木） 平成２年 朝霞市の献立

２８日（金） 平成１９年 朝霞市の献立

学校給食週間では、朝霞市の過去の給食を提供します。

クイズ

クイズの答え／②、④、⑤、⑥

① ➁ ③

④

➄
⑥


